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１．下妻市都市計画マスタープランの一部改定について 

(1) 都市計画マスタープランとは 

 都市計画法第 18 条の２に規定されている各市町村の都市計画に関する基本的な方針

を明らかにするために策定する計画です。 

 本市では、様々な方法により市民等の意見を伺うとともに、策定委員会での検討を

重ね、平成 21年３月に現行計画を策定しています。 

 

【都市計画マスタープランの位置づけと役割】 

 

 

(2) 計画期間 

 本計画は、計画策定の平成 21 年（2009 年）を初年度とし、概ね 20 年後となる平成

42年（2030年）を目標年次とします。 

 また、平成 32年（2020年）を中間年次として、計画全体についての見直しをします。 
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(2) 改定の方針 

 計画の改定にあたっては、都市計画マスタープランが概ね 20 年後を見据えた長期的

視点に立って、都市全体及び地域別の将来像並びに都市づくりの基本方針を明らかに

し、総合的なまちづくりの方針として策定することを目的としていることから、次の

方針に基づき、改定を行っています。 

  

 

 

 

 

 

 

(3) 一部改定の理由 

 今回の下妻市都市計画マスタープランの一部改定については、これまで整備が進め

られてきた首都圏中央連絡自動車道（圏央道）が、平成 27 年 3 月に境古河インターチ

ェンジまで開通し、平成 28 年度内には残る境古河インターチェンジからつくば中央イ

ンターチェンジまでの区間が開通することにより、神奈川県の新湘南バイパス（茅ヶ

崎ＪＣＴ）から埼玉県及び茨城県区間の全線、千葉県の東関東自動車道水戸線（大栄

ＪＣＴ）までの開通とともに、国道 294 号の４車線化などの首都圏中央連絡自動車道

（圏央道）とを結ぶ周辺道路の整備もあわせて進められていることから、飛躍的な交

通の利便性の向上が想定されることに伴い、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）常総

インターチェンジからのアクセス性が高い本市では、既存の産業の振興をはじめ、下

妻市全体や地域の成長・発展につながるよう、高まる開発ポテンシャルを適切に受け

止めていく必要があります。 

 しかしながら、本市の既存の産業ゾーンにおいては未利用地等がなく、新たな企業

等の立地が難しいため、市域全体の土地利用の状況等を踏まえた中で、蚕飼地域の鯨

地区を新たに産業ゾーンとして位置づけ、企業等の集積・立地を進めていくとともに、

用途地域の変更の検討など、都市計画の柔軟な対応により、計画的な土地利用の誘導

を図り、本市における雇用の場や産業の振興につなげるため、下妻市都市計画マスタ

ープランの一部を改定するものです。 

 また、東日本大震災や関東・東北豪雨に伴う水害などの甚大な被害の経験を踏まえ、

安全な都市づくりの方針をあわせて見直します。 

 

 

○計画の根幹となる「都市づくりの理念と目標」「人口等の目標」「都市構

造」など、基本的な構成及び方向性は原則として見直しはしません。 

○本市を取り巻く社会情勢等の変化により、部分的な軌道修正が必要な場合

に限定した「一部改定」とします。 
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第２編 全体構想 
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３．将来都市構造 …………………………………………………………………… 

(1) 土地利用の枠組み 

 本市では、豊かな農地や自然及びこれらと調和した集落が広がり、その中に下妻駅、

宗道駅を中心とした比較的コンパクトな市街地が形成されています。  

 今後ともこれらの枠組みを維持することを基本としますが、将来都市像を実現する

ために必要であり、周辺の良好な環境を阻害しない都市的な土地利用については､実現

すべき土地利用として位置づけます。 

 

〔市街地ゾーン〕 

 現在用途地域が指定されている地域（工業系除く）を市街地ゾーンとして位置づけ、

その環境の整備・改善・保全を促進します。 

 また、長塚南部地区、下妻東部地区についても市街地ゾーンとして位置づけ、その

環境の整備を促進します。 

〔産業ゾーン〕 

 整備済の工業団地や高道祖地区及び一団の商業施設を産業ゾーンとして位置づけ、

産業環境の維持・増進を促進します。 

〔新たな発展ゾーン〕 

 下妻地方広域事務組合所有地（フィットネスパークきぬ）周辺を新たな発展ゾーンとし

て位置づけ、行政機能等の育成を図り、既存施設と一体となった新市の中心にふさわ

しい土地利用の実現に努めます。 

〔緑と水辺のゾーン〕 

 鬼怒川・小貝川・砂沼などの水辺空間や河川緑地、平地林を活かした公園などを緑

と水辺のゾーンとして位置づけ、市民や広域を対象とした憩いの場として質の高い緑

地景観の整備・保全を行います。 

〔田園住宅ゾーン〕 

 蚕飼地区の「田園居住推進ゾーン」として位置づけられている地区を田園住宅ゾー

ンとして位置づけ、周辺の農地と調和しゆったりとした居住環境を持つ地区として育

成します。 

〔農地・集落ゾーン〕 

 その他のゾーンは農地・集落ゾーンとして位置づけ、優良農地や平地林の保全を図

るとともに、これらと調和した集落環境の保全・改善を進めます。 

 

変更前 

P43 



- 5 - 

 

３．将来都市構造 …………………………………………………………………… 

(1) 土地利用の枠組み 

 本市では、豊かな農地や自然及びこれらと調和した集落が広がり、その中に下妻駅、

宗道駅を中心とした比較的コンパクトな市街地が形成されています。 

 今後ともこれらの枠組みを維持することを基本としますが、将来都市像を実現する

ために必要であり、周辺の良好な環境を阻害しない都市的な土地利用については､実現

すべき土地利用として位置づけます。 

 

〔市街地ゾーン〕 

 現在用途地域が指定されている地域（工業系除く）を市街地ゾーンとして位置づけ、

その環境の整備・改善・保全を促進します。 

 また、長塚南部地区、下妻東部地区についても市街地ゾーンとして位置づけ、その

環境の整備を促進します。 

〔産業ゾーン〕 

 整備済の工業団地や高道祖地区及び一団の商業施設を産業ゾーンとして位置づけ、

産業環境の維持・増進を促進します。 

 さらに、その他の地域においても都市計画の柔軟な対応により、産業ゾーンを確保

し、計画的な土地利用の誘導を図ります。 

 また、新たに鯨地区を産業ゾーンとして位置づけ、その環境の整備を促進します。 

〔新たな発展ゾーン〕 

 下妻地方広域事務組合所有地（フィットネスパークきぬ）周辺を新たな発展ゾーンとし

て位置づけ、行政機能等の育成を図り、既存施設と一体となった土地利用の実現に努

めます。 

〔緑と水辺のゾーン〕 

 鬼怒川・小貝川・砂沼などの水辺空間や河川緑地、平地林を活かした公園などを緑

と水辺のゾーンとして位置づけ、市民や広域を対象とした憩いの場として質の高い緑

地景観の整備・保全を行います。 

〔田園住宅ゾーン〕 

 蚕飼地域の「田園居住推進ゾーン」として位置づけられている地区を田園住宅ゾー

ンとして位置づけ、周辺の農地と調和しゆったりとした居住環境を持つ地区として育

成します。 

〔農地・集落ゾーン〕 

 その他のゾーンは農地・集落ゾーンとして位置づけ、優良農地や平地林の保全を図

るとともに、これらと調和した集落環境の保全・改善を進めます。 

 

変更後 

P43 
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◆都市構造図 

 

 

変更前 

P46 
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◆都市構造図 

 

 

変更後 

P46 
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ｂ．沿道複合地 

 国道 125 号及び県道谷和原筑西線の沿道を沿道複合地として位置づけ、自動車交通

の利便性を活かした商業業務施設の立地を誘導します。 

 誘導にあたっては、周辺の居住環境に配慮するとともに、魅力ある沿道景観の形成

に努めます。  

ｃ．工業・流通業務地 

 整備済のつくば下妻工業団地、ニューつくば下妻工業団地、つくば下妻第二工業団

地、大木工業団地、藤花工業団地、五箇工業団地に加えて、整備中のしもつま桜塚工

業団地を工業・流通業務地として位置づけ、その操業環境を維持・整備するとともに

企業誘致を進め、生産機能等の強化に努めます。 

ｄ．複合機能誘導地 

 しもつま桜塚工業団地の周辺地区を複合機能誘導地として位置づけ、工業・流通機

能や居住機能等を支える環境の整備と機能の立地を促進します。 

ｅ．中密度住宅地 

 比較的高い密度の住宅地となっている既存の住宅地を､一定範囲の商業業務施設も立

地する中密度住宅地として位置づけ、建築物の適正な建替誘導や都市基盤の整備を進

めます。 

ｆ．低密度住宅地 

 その他は、戸建て住宅を中心とする低密度住宅地として位置づけ、居住環境の改善

等を進めます。 

 また、空閑地が多い下妻東部地区については、土地区画整理事業による面的な基盤

整備を促進します。 

 

〔農業・集落地〕 

ｇ．田園住宅地 

 蚕飼地区の一部については、農地と調和したゆとりある居住環境を持つ田園住宅地

として位置づけ、その実現に努めます。 

ｈ．集落地 

 市街地外の緑地や農地と一体となった集落地は、良好な環境の保全を図るとともに、

市街地との連絡、環境との調和に配慮しつつ、生活環境の改善・整備を進めます。 

ｉ．農地 

 鬼怒川、小貝川等の河川沿いに広がる一団の水田や台地部の一団の畑は、農業生産

空間として優良農地の保全と農業生産基盤の整備を進めます。 

変更前 

P48 
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ｂ．沿道複合地 

 国道 125 号及び県道谷和原筑西線の沿道を沿道複合地として位置づけ、自動車交通

の利便性を活かした商業業務施設の立地を誘導します。 

 誘導にあたっては、周辺の居住環境に配慮するとともに、魅力ある沿道景観の形成

に努めます。 

ｃ．工業・流通業務地 

 整備済のつくば下妻工業団地、ニューつくば下妻工業団地、つくば下妻第二工業団

地、大木工業団地、藤花工業団地、五箇工業団地に加えて、整備中のしもつま桜塚工

業団地を工業・流通業務地として位置づけ、その操業環境を維持・整備するとともに

企業誘致を進め、生産機能等の強化に努めます。 

 さらに、首都圏中央連絡自動車道の整備効果・利用需要を的確に受け止めるため、

鯨地区を工業・流通業務地として位置づけ、その操業環境の整備を促進します。 

ｄ．複合機能誘導地 

 しもつま桜塚工業団地の周辺地区を複合機能誘導地として位置づけ、工業・流通機

能や居住機能等を支える環境の整備と機能の立地を促進します。 

ｅ．中密度住宅地 

 比較的高い密度の住宅地となっている既存の住宅地を､一定範囲の商業業務施設も立

地する中密度住宅地として位置づけ、建築物の適正な建替誘導や都市基盤の整備を進

めます。 

ｆ．低密度住宅地 

 その他は、戸建て住宅を中心とする低密度住宅地として位置づけ、居住環境の改善

等を進めます。 

 また、空閑地が多い下妻東部地区については、土地区画整理事業による面的な基盤

整備を促進します。 

 

〔農業・集落地〕 

ｇ．田園住宅地 

 蚕飼地区の一部については、農地と調和したゆとりある居住環境を持つ田園住宅地

として位置づけ、その実現に努めます。 

ｈ．集落地 

 市街地外の緑地や農地と一体となった集落地は、良好な環境の保全を図るとともに、

市街地との連絡、環境との調和に配慮しつつ、生活環境の改善・整備を進めます。 

ｉ．農地 

 鬼怒川、小貝川等の河川沿いに広がる一団の水田や台地部の一団の畑は、農業生産

空間として優良農地の保全と農業生産基盤の整備を進めます。 

変更後 

P48 
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●下妻市街地の主要な骨格形成：都市計画道路駅前・長塚線、同駅前・田町線、県

道谷和原筑西線、砂沼東側の市道等 

●その他：県道下妻真壁線、県道赤浜谷田部線、県道沼田下妻線、県道皆葉崎房線等 

 ｂ－２．都市幹線道路 

 主要都市幹線道路と連携して、主に市街地を支える道路を都市幹線道路として位置

づけ、未整備区間の整備を進めます。 

●下妻市街地を支える：都市計画道路東部東通り線及び新規延伸路線、都市計画道

路東部中央通り線、都市計画道路駅前・田町線（主要な都市幹線道路部分を除く）、

都市計画道路大町・坂本線、都市計画道路大町・本宿線、都市計画道路小島・西

町線、都市計画道路駅前・西町線、都市計画道路駅前・峯線等 

●宗道市街地を支える：都市計画道路原・本宗道線、宗道駅へのアクセス道路 

●その他：都市計画道路南原・平川戸線と都市計画道路大町・坂本線の間にあって

砂沼と大宝を結ぶ市道及び大宝駅へのアクセス道路、騰波ノ江駅へのアクセス道

路、国道 294号から新たな交流拠点に向かう軸となる道路 

ｃ．地区幹線道路 

 ａ、ｂ以外で市街地の環境改善等と連動して必要となる主要な道路を、地区の生活

交通等をさばく地区幹線道路として位置づけ、その整備を進めます。 

 

(3) 公共交通の整備方針 

 高齢化に伴う交通弱者の増加に適切に対応するとともに、車交通による環境に対す

る負荷を軽減するため、公共交通の利便性を高めるとともに、利用促進に努めます。 

ａ．鉄道交通 

 関東鉄道常総線の運行ダイヤの維持・改善を鉄道事業者に要請し、鉄道の利便性向

上と利用促進に努めます。 

ｂ．バス交通 

 高齢化に伴い、交通弱者が増加していきます。そのため、誰もが安全快適に交流や

活動の拠点等に出かけることができるよう、バス事業者に現状路線の維持・確保を要

請するとともに利用促進に努めます。 

 

(4) その他の交通施設の整備方針 

 現在確保されている駅前広場の機能・環境の維持・向上を図ります。 

 また、中心市街地などにおいて、共同駐車場の整備を誘導します。 

変更前 

P51 
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●下妻市街地の主要な骨格形成：都市計画道路駅前・長塚線、同駅前・田町線、県

道谷和原筑西線、砂沼東側の市道等 

●その他：県道下妻真壁線、県道赤浜谷田部線、県道沼田下妻線、県道皆葉崎房線等 

 ｂ－２．都市幹線道路 

 主要都市幹線道路と連携して、主に市街地を支える道路を都市幹線道路として位置

づけ、未整備区間の整備を進めます。 

●下妻市街地を支える：都市計画道路東部東通り線及び新規延伸路線、都市計画道

路東部中央通り線、都市計画道路駅前・田町線（主要な都市幹線道路部分を除く）、

都市計画道路大町・坂本線、都市計画道路大町・本宿線、都市計画道路小島・西

町線、都市計画道路駅前・西町線、都市計画道路駅前・峯線等 

●宗道市街地を支える：都市計画道路原・本宗道線、宗道駅へのアクセス道路 

●その他：都市計画道路南原・平川戸線と都市計画道路大町・坂本線の間にあって

砂沼と大宝を結ぶ市道及び大宝駅へのアクセス道路、騰波ノ江駅へのアクセス道

路、国道 294 号から新たな交流拠点に向かう軸となる道路、国道 294号と鯨地区を

結ぶアクセス道路 

ｃ．地区幹線道路 

 ａ、ｂ以外で市街地の環境改善等と連動して必要となる主要な道路を、地区の生活

交通等をさばく地区幹線道路として位置づけ、その整備を進めます。 

 

(3) 公共交通の整備方針 

 高齢化に伴う交通弱者の増加に適切に対応するとともに、車交通による環境に対す

る負荷を軽減するため、公共交通の利便性を高めるとともに、利用促進に努めます。 

ａ．鉄道交通 

 関東鉄道常総線の運行ダイヤの維持・改善を鉄道事業者に要請し、鉄道の利便性向

上と利用促進に努めます。 

ｂ．バス交通 

 高齢化に伴い、交通弱者が増加していきます。そのため、誰もが安全快適に交流や

活動の拠点等に出かけることができるよう、バス事業者に現状路線の維持・確保を要

請するとともに利用促進に努めます。 

 

(4) その他の交通施設の整備方針 

 現在確保されている駅前広場の機能・環境の維持・向上を図ります。 

 また、中心市街地などにおいて、共同駐車場の整備を誘導します。 

変更後 

P51 
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◆土地利用及び道路整備の方針 

 

 

変更前 
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◆土地利用及び道路整備の方針 

 

 

変更後 
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６．安全な都市づくりの方針 ……………………………………………………… 
都市防災への対応を図るとともに、交通の安全性の確保や犯罪防止に取り組み、都市の

安全性を高めていきます。 

 

(1) 防災性の向上 

震災発生時の被害を極力小さくするため、防災基盤の整備や建築物の耐震・耐火化に取

り組むとともに、水害を防止するための対策を総合的に講じます。 

ａ．防災基盤の整備 

震災時に避難・救援活動の拠点となる避難場所を地区の防災拠点として位置づけ、防火

用貯水槽の整備、緊急物資の備蓄や十分な空閑地を確保します。 

また、震災時に避難、救急、消火活動が行えるよう、道路水準の低い市街地において、

緊急車両の通行できる主要な区画道路の整備に努めます。 

ｂ．市街地建築物の耐震・耐火化 

現在の耐震基準に適合していない建築物の耐震改修を促進し、地震による建築物の倒壊

を防止します。 

総合拠点などの一定の土地の高度利用が想定される地区について、防火・準防火地域の

指定を検討します。また、木造住宅が密集する地区においては、地区レベルの道路の整備

と建築物の防火・耐火性の高い建築物への建替えを誘導します。 

ｃ．自然災害への対応 

河川改修や排水路整備等、雨水排水路の系統的な整備を進めるとともに、雨水流出量を

極力抑制し、水害を防止します。 

 

(2) 交通の安全性の確保 

歩行者、自転車の安全性を確保するため、歩道等の歩行者・自転車交通に対応した道路

空間の整備及びスクールゾーンの指定や交通規制等を実施するとともに、交通安全施設や

道路の隅切り等の整備を行います。 

 

(3) 犯罪の防止 

犯罪の発生を極力抑止する都市づくりを進めるため、公園等の整備にあたっては、公園

の外からの死角を作らない等の工夫を行います。 

また、防犯灯の計画的な整備により、歩行空間の適正な照度を確保します。 

 

変更前 
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６．安全な都市づくりの方針 ……………………………………………………… 
都市防災への対応を図るとともに、交通の安全性の確保や犯罪防止に取り組み、都市の

安全性を高めていきます。 

 

(1) 防災性の向上 

震災発生時の被害を極力小さくするため、防災基盤の整備や建築物の耐震・耐火化に取

り組むとともに、水害を防止するための対策を総合的に講じます。 

東日本大震災や関東・東北豪雨などの教訓を踏まえ、下妻市地域防災計画に基づく、災

害に強い都市づくりを進めます。 

ａ．防災基盤の整備 

震災時に避難・救援活動の拠点となる避難場所を地区の防災拠点として位置づけ、防火

用貯水槽の整備、緊急物資の備蓄や十分な空閑地を確保します。 

また、震災時に避難、救急、消火活動が行えるよう、道路水準の低い市街地において、

緊急車両の通行できる主要な区画道路の整備に努めます。 

ｂ．市街地建築物の耐震・耐火化 

現在の耐震基準に適合していない建築物の耐震改修を促進し、地震による建築物の倒壊

を防止します。 

総合拠点などの一定の土地の高度利用が想定される地区について、防火・準防火地域の

指定を検討します。また、木造住宅が密集する地区においては、地区レベルの道路の整備

と建築物の防火・耐火性の高い建築物への建替えを誘導します。 

ｃ．自然災害への対応 

河川改修や排水路整備等、雨水排水路の系統的な整備を進めるとともに、雨水流出量を

極力抑制し、水害を防止します。 

 

(2) 交通の安全性の確保 

歩行者、自転車の安全性を確保するため、歩道等の歩行者・自転車交通に対応した道路

空間の整備及びスクールゾーンの指定や交通規制等を実施するとともに、交通安全施設や

道路の隅切り等の整備を行います。 

 

(3) 犯罪の防止 

犯罪の発生を極力抑止する都市づくりを進めるため、公園等の整備にあたっては、公園

の外からの死角を作らない等の工夫を行います。 

また、防犯灯の計画的な整備により、歩行空間の適正な照度を確保します。 

 

 

変更後 
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(2) まちづくり方針 

① 地域の将来像 

『小貝川の水辺と水田を中心とする農地の中で、 

さまざまな交流と豊かな暮らしを育むふれあい文化の里 蚕飼』 

を目標とします。 

② 地域の将来構造と重点的な取り組み方針 

 地域の将来像を実現していくため、次のような地域の構造（土地利用、交通、活動

や交流の拠点）づくりと重点的な取り組みを進めます。  

ａ．地域の将来構造 

〔土地利用の骨格〕 

 地域の土地利用を次のように位置づけ、適正な土地利用を誘導します。 

■地域全体を自然環境を守るゾーンとして位置づけます。 

・既存集落地は、農地や自然環境と調和した良好な居住環境を持つ集落地としていきま

す。 

・農地は、極力保全を図ります。 

・既存農地の一部については、農地と調和したゆとりある居住環境を持つ田園住宅地の

育成に努めます。 

〔交通の体系〕 

■道路の骨格 

 都市づくりの方針で位置づけた幹線道路に加えて、主要な集落を支える生活道路の

整備を進めます。 

・広域幹線道路 

 国道 294 号（都市計画道路原・大園木線）、主要地方道つくば古河線（一部都市計画道路大園

木・鎌庭線） 

・主要都市幹線道路 

 県道下妻常総線 

・都市幹線道路 

 国道294号と新たな交流拠点を結ぶ路線 

■その他 

 以下のような歩行系ネットワークを位置づけ、歩行空間の確保、交通規制、案内板

の設置等により、その充実・整備に努めます。 

・小貝川に沿った歩行者や自転車のネットワーク 

・やすらぎの里しもつまと小貝川の歩行者や自転車のネットワークと連携する歩行者の

ネットワーク 

 

変更前 
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(2) まちづくり方針 

① 地域の将来像 

『小貝川の水辺と水田を中心とする農地の中で、 

さまざまな交流と豊かな暮らしを育むふれあい文化の里 蚕飼』 

を目標とします。 

② 地域の将来構造と重点的な取り組み方針 

 地域の将来像を実現していくため、次のような地域の構造（土地利用、交通、活動

や交流の拠点）づくりと重点的な取り組みを進めます。 

ａ．地域の将来構造 

〔土地利用の骨格〕 

 地域の土地利用を次のように位置づけ、適正な土地利用を誘導します。 

■農地と一体的な集落地は、自然環境を守るゾーンとして位置づけます。 

・既存集落地は、農地や自然環境と調和した良好な居住環境を持つ集落地としていきま

す。 

・農地は、極力保全を図ります。 

・既存農地の一部については、農地と調和したゆとりある居住環境を持つ田園住宅地の

育成に努めます。 

■その他を産業ゾーンとして、良好な市街地環境の保全と育成を図ります。 

・新たに、鯨地区を工業・流通業務地として位置づけ、隣接する集落地や周辺環境に配

慮しながら、整備を進めます。 

 

〔交通の体系〕 

■道路の骨格 

 都市づくりの方針で位置づけた幹線道路に加えて、主要な集落を支える生活道路の

整備を進めます。 

・広域幹線道路 

 国道 294 号（都市計画道路原・大園木線）、主要地方道つくば古河線（一部都市計画道路大園

木・鎌庭線） 

・主要都市幹線道路 

 県道下妻常総線 

・都市幹線道路 

 国道294号と新たな交流拠点を結ぶ路線、国道294号と鯨地区を結ぶアクセス道路 

■その他 

 以下のような歩行系ネットワークを位置づけ、歩行空間の確保、交通規制、案内板

の設置等により、その充実・整備に努めます。 

・小貝川に沿った歩行者や自転車のネットワーク 

・やすらぎの里しもつまと小貝川の歩行者や自転車のネットワークと連携する歩行者の

ネットワーク 

 

変更後 
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◆蚕飼地域のまちづくり構想図 

 

 

変更前 
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◆蚕飼地域のまちづくり構想図 

 

 

変更後 
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